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他にはない色彩や造形を求めて研究を続ける

味舌陶房
窯主　味舌　隆司 氏

　味舌陶房は、昭和55年に吹田市新芦屋下にて
陶房を開かれてから38年目を迎えられます。
　味舌氏は22歳の時に陶芸を志してから44年間
作陶に勤しんでおられ、平成22年には大阪府の
優秀技能者（なにわの名工）に選ばれ表彰されました。
　窯主の作品は、吹田産業フェアに第1回目から
毎年出展しておられます。
　日々陶器の作陶について、研究を続けておられ
る味舌隆司氏にお話を伺いました。 窯主　味舌　隆司 氏
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―陶芸家になられたきっかけをお聞かせください。
高校を卒業してから接客や経理など、様々な仕事を

経験しました。いずれも長く続けることはできなく、
いつかは定職に就かなくてはと考えていた時に、たま
たま訪れた金沢で轆轤（ろくろ）を回して陶器を作られ
ている姿を見て、感銘を受けたのがきっかけで陶芸家
になろうと決めました。初めは愛知県瀬戸市で1年間
陶芸の歴史や技術を学び、それから山口県萩市の正峰
窯にて5年間技術を磨きました。その後も色々な焼き
物についても学ぼうと思い、各地の知り合いのところ
を巡りましたが、自分に合うものがなかなか見つかり
ませんでした。そんな時に、叔父が鉄工所をしていた
場所（吹田市新芦屋下）が空いていたことと、千里丘陵
では5世紀頃に使われていた「須恵器」の窯跡が約
100ヵ所も発掘されており、焼き物に縁がある土地柄
でもあったため、鉄工所の建物を自分で改装し、昭和
55年（28歳の時）に陶房を開きました。

―陶房の取り組みについてお教えください。
陶房を開いた当初

は、陶器を焼くのはい
いけれど、それをどう
してよいかわからず、
とりあえず作った陶器
を紙袋に入れて、電話
帳と地図を見ながら大
阪や京都、東京などのお店を一軒一軒回りました。そ
うして回っている時に愛知県でお茶道具の問屋さんに
出会い、陶器を置いてもらえることになり、それが
きっかけで全国から注文が来るようになりました。
お茶席で使われる陶器を中心にどんどん注文が入る

ようになり、ピーク時には月1,000個くらいのペース
で作りました。ありがたいことにこの状態が20年間ほ
ど続き、通常なら窯で焼くのは月2回くらいのところ、
当時は月10回ほど焼いていました。
その後、体力的にきつくなったため注文を少しずつ

減らしていき、その代わりに陶芸教室を月6日開講し、
また地域の公民館や学校等にも講師として行くように
なりました。今までに教えた方は全て合わせると約
25,000人にもなり、その中から職人も3人誕生して
います。

―「なにわの名工」にも選ばれているのですね。
なにわの名工（大阪府優秀技能者）は、平成22年に吹

田市から推薦していただき知事表彰を受けることがで
きました。
なにわの名工の表彰を受けるには、「新しいことを

研究している」、「後継者を育てている」、「人々に認め
られている」、「現役で職業に従事している」という、4
つの受賞基準があります。
このうち、新しいことの研究では、摂津信用金庫（現　

北おおさか信用金庫）主催の異業種交流会で「玄黄焼」
（表紙写真　中央）を創作したことや、後継者の育成に
ついては、陶芸教室や講師などをしていることを評価
していただきました。
受賞後も、日々精進を続けています。更に上を目指

して国の表彰を受けるためには、焼成のロスをなくす
こと、轆轤の技を持っていることが求められます。
私たちの業界では、陶器を焼いたときにロスは約2

割発生するといわれております。その焼成のロスを少
しでも減らすための研究を続けているうちに、1,000
個焼いた場合でもロスを3個まで減らすことができま
した。また、轆轤の技についても、1日に作ることがで
きる湯飲みの数は、普通の職人では大体150個、ベテ
ランになると200個ほどですが、日々の研鑽により
600個ほど作ることができるようになりました。

―力を入れていること・これからの課題は何ですか。
現代風な複雑形ではなく、できるだけ自然な形を作

ることや、他者では出せない独自の発色についても研
究し続けています。同じ土や釉薬（ゆうやく）を使って
も、窯で焼く時の陶器を置く位置や、その温度、そし
て温度の上げ方で焼きあがった時の色は変わってしま
います。
例えば、高温で時間をかけて焼き付けたもの、温度

が頂点に達してから火を落としたもの、酸素を入れず
に焼いたものなど、少しやり方を変えるだけで異なっ
た色を出すことができます。
今まで様々なことの研究を続けてきた38年間が徐々

に実を結んで来ました。今後とも新しい色や造形の作
品を創作していきたいと思っています。

―貴重なお話をありがとうございました。
� 今後も素敵な作品を創り続けてください。

味舌陶房　窯主　味舌　隆司氏
吹田市新芦屋下７－12
TEL：06-68７5-2884
FAX：06-68７７-3191
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参加者大募集特設ミニステージ第35回
吹田産業フェア

　楽しい催しで吹田産業フェアを盛り上げる『特設ミニステージ』
に参加しませんか！今年で35回を迎える本フェアは、毎回多く
の来場者でにぎわっています。特設ミニステージはメイシアター
前、人気のフードコート内に設置予定です。ステージを使ってこ
の機会に「自社PR」をしてみませんか！

◆日　　時：5月12日（土）10：30～16：00
 13日（日）10：00～16：00
◆場　　所：メイシアター前　いずみの園公園（予定）
◆内　　容：音楽、クイズ、ダンス、その他パフォーマンスなど広く募集します。
　　　　　　ご不明な点や詳細な内容につきましては別途ご相談させて頂きます。
◆出演時間：1枠25分（セッティング込み）
●申込詳細：同封のチラシもしくはホームページからお申込みください。（http：//suita.jp/）
●申込期限：平成30年3月30日（金）

　第3回会議所懇話会「いきいき会」を、2月14日（水曜日）に
開催いたしました。講師に株式会社ダスキンの鶴見専務取締
役をお迎えし、吹田発祥であるダスキンの経営についてお話
を伺いし、昼食を挟みながら懇談会を行いました。会員相互
の交流や親睦が深まったひと時でした。

●日　時：平成30年 4月18日（水）
●講　師：吹田歴史文化まちづくり協会　馬場　龍 理事長
� 吹田の歴史と文化についてご講話をいただきます。
●お申込：同封の会議所懇話会「いきいき会」参加申込書をご覧いただきFAXにてお申込みください。
� 参加人数が定数となった時点で締切とさせていただきますので、悪しからずご了承ください。
●問合せ：「いきいき会」担当　明石　TEL 06-6330-8001

第4回 会議所懇話会「いきいき会」
開催のご案内

第3回会議所懇話会「いきいき会」盛況に開催

　2月6日（火）に大阪市中央公会堂において、平成29年度大阪府商工関
係者表彰の表彰式が挙行され、大阪府知事表彰が伝達されました。
　団体役員の部では、当所役員功績により常議員・奥長憲孝氏（株式会社
紙谷工務店・常務執行役員社長室長）が表彰の栄に浴されました。
　奥長様、誠におめでとうございます。

平成29年度　大阪府商工関係者表彰の
表彰式が執り行われました。
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● 様々なリスクから事業所の皆様をお守りします!ビジネス総合保険制度取扱中 ●

お問合せは吹田商工会議所　共済担当まで　TEL：06-6330-8001

販路開拓に取り組む小規模事業者の皆様へ
平成29年度補正予算　小規模事業者持続化補助金の公募予定について

　去る2月1日、昨年度も実施されました「小規模事業者補助金事業」が、平成29年度補正予算内で、国会において
可決・成立されました。当事業における検討状況について、現段階での公募等のスケジュール（予定）を下記にご案
内致します。

スケジュール▶3月8日（木）<予定>：公募・受付開始
� ※�公募開始のタイミングで開設する、日商「平成29年度補正予算・小規模事業者持続化補助金」特設Web

サイトに、公募要領その他関連情報を掲載
� ▶5月18日（金）：公募受付締切【最終日当日消印有効】
� ▶７月中：採択発表
� ▶補助事業の完了期限は、本年12月31日（月）予定
補 助 金 額　補助率：2/3　補助上限：50万円　（昨年度実績の基本設計）
� ※その他、補助上限引き上げオプションも予定されています。
対 象 者　小規模事業者

※�上記は現時点での予定であり、詳細
については、今後開設予定の、日商
「平成29年度補正予算・小規模事業
者持続化補助金」特設Webサイトを
必ずご確認ください。
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〈新たにご入会頂いた事業所〉� （H30.1.1～1.31　部会別事業所名50音順）
部　会 事　業　所　名 所　在　地 事　　業　　内　　容

商　　　業 広田商店 吹田市岸部中 オフィス置き菓子の設置・販売

建　　　設 （株）SANTO工業 吹田市寿町 リフォーム

専門サービス
デンタルラボラトリー補綴工房 吹田市山田西 歯科技工業

藤本鍼灸治癒院 吹田市内本町 鍼灸院

サービス業

ウイズジョイ（同）大阪営業所 吹田市青山台 音響技術サービス及び音響機材レンタル

Canage 吹田市山田東 美容室

カミノート 吹田市千里山東 美容業

（株）藤川商店 吹田市高野台 カラオケボックス経営

NPO法人まーも放課後等デイサービスてちてち 吹田市日の出町 障がい児療育、放課後等デイサービス

野菜カフェ�ポーノ 吹田市南吹田 飲食店

（株）レンティル 吹田市山田西 LEDイルミネーションのレンタル及び販売

（特）建　設 KGM 茨木市五十鈴町 電気工事

（特）専門サービス iiful（株） 神戸市須磨区若草町 経営コンサルティング、研修・セミナー等の講師業
≪事務局からお知らせ≫事業所名・所在地・代表者などの変更がございましたら�当商工会議所�総務部�までお知らせください。

只今、吹田商工会議所　新規会員募集中　新規会員をご紹介ください。　連絡先 : 6330-8001 総務迄

創 業 の 経 緯

　レコード会社をはじめ音響業界で35年以上エンジニ
アとして働いてきました。
　メジャーアーティストの制作全般を手掛けた経験か
ら音楽、映像制作を包括的にサポートするサービスに
需要を感じ創業いたしました。

新入会員インタビュー ウイズジョイ（同）大阪営業所

事 業 の 特 徴

　最新式のデジタル音響機材を導入しておりますので
ショッピングモールイベントから大ホールクラスのイ
ベントまでの音響サービスを培ってきた技術で高品質
かつ低価格で提供いたします。
　映像制作では、アーティストのプロモーションビデ
オのような作風から清潔感あふれる企業イメージの作
風まで幅広い表現を得意とし、技術者としての矜持を
もって対応しております。

今 後 の 展 望

　これからは、IR推進、
万博誘致、G20開催と更
なるインバウンド需要を
見越した広告展開が重要
となります。
　With�Joyでは、イン
パクトのある映像音楽
表現で言語を超えたイ
メージプロモーション
をご提案していこうと考えています。
　映像を制作して終わりではなく、海外特に中国向け
動画サイトアップロードまでサポートしていきます。

事業所名：ウイズジョイ（同）大阪営業所
営業内容：映像・音響技術サービス
代 表 者：赤井　義徳　代表社員
所 在 地：吹田市青山台1丁目3-C52-101
T E L：050-７12７-40７6
U R L：https：//withjoy.jp/
開 　 業：平成28年6月
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開催期間：11月1日（水）～11月30日（木）



株式会社リバフォール
吹田市江の木町 24-27 TEL.06-6384-3630 FAX.06-6385-8749

快適な江坂ライフをお約束します。

株式会社リバフォール

快適な江坂ライフをお約束します。

都市に夢
　　　　人に愛
　　　　　　　環境に心

http://www.riverfall.co.jp/
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女性が頑張る板金屋
『山崎製作所』

　静岡市清水区に株式会社山崎製作所という社名
の、ユニークなものづくりの中小企業がある。創業
は今から50年前の196７年、現社長の山崎かおり
氏の実父が個人でスタートしている。主事業は各種
の精密板金加工、従業員数は15人である。同社の
経営が業界や地域から注目を集めるようになったの
は、今からおよそ10年前、現社長が創業者から企
業経営を譲り受けたころからである。
　山崎社長は、社長になるまでは同社の事務員とし
て実家の仕事を手伝う程度であった。後継者になる
と思われていた兄弟が家を出てサラリーマンとなっ
てしまったことや、創業者の高齢化も相まって、社
長になったのである。
　創業者は根っからの職人であったこともあり、下請
け的経営に甘んじて業績もダッチロール状態であっ
た。このため山崎氏は社長になるや、現場職人の支
持を得るために昼間は現場に入って機械操作をし、
夜は商工会議所や中小企業経営者の勉強会に参加し
て経営の勉強に必死になって取り組んだのである。
　こうした中で気付いたのは、「自社には全社員の
共通のよりどころである経営理念が存在しない」
「自社には値決め権がない」、そして「自社には夢と
希望がない」といったことであった。そこで山崎社
長がまず取り組んだのが、経営理念の策定であっ
た。その後、全社員が参加して作り上げた経営理念
が「山崎の品質」「山崎のプライド」「山崎の絆」で
あった。この経営理念の策定を機に、山崎製作所は
自立経営に大きくかじを切っていく。例えば、取引
先で言えば、当初、地域の数社であったものが、現
在では全国各地の200社以上に増加し、結果とし
て1社への依存度も10%をはるかに切るように
なった。また生産品目もあれもこれもではなく、小

ロット品・特注品・短納期品に特化していった。
　そして次に手を打ったのが、積極的な“人財”確
保、とりわけ女性“人財”の確保であった。努力の結
果、現在では同社の経営理念に共感・共鳴したから
と、優秀な美容師やデザイナー経験者が入社してく
る企業に変化・変貌していったのである。
　なんといっても同社が近年注目されているゆえん
は、女性の板金チームが開発製造した小物板金の自
家商品だ。この中でとりわけ著名で、国内外から注
目を集めている商品が「KANZASHI」である。1本
約1万3000円という価格の、板金職人が手づくり
で製作したアルミやステンレス製の「KANZASHI」
は本邦初であると共に、そのデザインは切り絵のよ
うで纏（まと）め髪に映えて美しい。

坂本　光司 / さかもと こうじ
194７年生まれ。福井県立大学教
授、静岡文化芸術大学教授などを
経て、2008年4月より法政大学
大学院政策創造研究科（地域づく
り大学院）教授、同静岡サテライ
トキャンパス長。他に、人を大切
にする経営学会会長はじめ、国や
県、市町、商工会議所などの審議
会・委員会の委員を多数兼務して
いる。専門は中小企業経営論・地域経済論・産業論。
著書に『日本でいちばん大切にしたい会社』（あさ出
版）、『この会社はなぜ快進撃が続くのか』（かんき出
版）など。



吹田市南金田・南吹田・穂波町エリアで
賃貸から売買までトータルに扱う『唯一』の不動産会社です！
　このエリアでの不動産はぜひ！ 当社にお任せください。

不動産売買・賃貸全般・建築・リフォーム

オンリー
　　 ワン

〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-14-15
URL  http://www.kensei.net

株式会社

フリーダイヤル0120-054-203

美容と健康のカギは体温にあり！
体温が上ると免疫力がUP！

オカメイ
抗酸化陶板浴

営業時間
　月～土：AM10：00～ PM9：00（最終受付 PM8：00）
　日祝日：AM10：00～ PM8：00（最終受付 PM7：00）
入浴料：1回　¥1,000（お得な回数券あり）
吹田市岸部北 5-31-14　TEL　06-6338-9131（要電話予約）

迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理
空調、衛生設備工事のことならご相談下さい

大阪府知事許可　(特-9)第96963号　管工事業

株式会社 江坂設備工業
〒564-0051 吹田市豊津町23-1

TEL 06-6385-1821
FAX 06-6338-8454

仲総合給食(株)

吹田市江坂町３丁目23-35
TEL 6384-6611／FAX 6384-0026

手作り
の味

●給食弁当
●団体予約弁当
●会席幕の内
●各種オードブル

おかげさまで100年

〒564‐0031 吹田市元町28番7号
TEL 06-6381-3395　FAX 06-6318-2000
E-mail:oeda@oeda.com　URL http://www.oeda.com

吹田元町で─これからも

since1915

◆電気設備・消防設備・空調設備・防犯設備
～　電気にて安全安心を　～

栄電気株式会社
〒564-0024　吹田市高城町 5-15
TEL 06-6381-6623 ／ FAX 06-6382-7466
http://www.sakae-denki.co.jp
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　吹田商工会議所青年部（吹田YEG）平成29年度1月交流事業『吹田YEG天下
分け目のチャンバラ合戦～仲間と共に全力で駆け抜けろ！～』を1月20日
（土）に開催し、シニア会員含め55名にご参加いただきました。
　今回の交流事業は、今年度入会の新入会員が中心となって設営を担当し、
全会員が体を動かして「全力」で「楽しむ」ことを最大の目的として、チーム
ワークを生かしながら各チーム勝利を目指す内容としました。
　事前のPR動画にて会長及び副会長の4人が、会員交流委員長の頭とおでこ
（天下）の「分け目」について些細な意見の相違から言い争いになり、果たして
どの意見が一番正しいか交流事業にてチームに分かれてチャンバラ合戦にて
結論を出す、という趣旨で事業へとつなげました。
　チャンバラ合戦はスポンジ製の「刀」で相手の腕につけたボール状の「命」を落とすゲーム形式で、対戦方式はチーム対抗戦、
個人戦（くの一対決、盾あり対決、二刀流対決、なぎなた対決、足つぼ痛い痛い対決、ベーコン投げ対決、パンスト対決、大
将ガチ対決等）、全チーム入り乱れての大合戦などバラエティーに富んだ内容で大いに盛り上がる内容となりました。
　総合得点形式で見事に優勝を飾ったのは奥長副会長（次年度会長予定者）チームとなりました。
優勝チームには米俵の景品、2位チーム以降もワインや日本酒等の景品が授与され、盛会のうちに終了しました。

青年部コーナー 平成29年度 1月交流事業　開催

吹田商工会議所パソコン教室で、更なるステップアップを図りませんか？
　吹田商工会議所パソコン教室では、パソコン、スマートフォン、日商主催検定の対策に関する講座をはじめ、「日商簿記
検定初級」などの検定を随時施行中！春はスタートの季節、更なるステップアップの為に今から勉強を始めてみませんか？

受講料…月4回コースの場合6,000円・月8回コースの場合10,800円（会員割引あり）
�このほかにも様々な講座をご用意！まずは下記の番号から無料説明会のお申込を！
■TEL：�06-6170-2800（パソコン教室直通となります）
■住所：�吹田市豊津町1-21エサカ中央ビル2階　■アクセス：地下鉄御堂筋線　江坂駅5番出口下車徒歩1分

講座の一例
・Word講座、Excel講座（入門～応用）
・PowerPoint講座
・ホームページ作成（入門・活用）　　
・CAD入門
・iPhone&iPad入門
・人が集まる！ブログ&ツイッター入門
・日商ビジネス英語検定講座（2級、3級）
・日商簿記講座（2級～初級）
・リテールマーケティング（販売士）3級講座
・日商PC検定　各種対策講座

「日商簿記検定初級」とは…
▶ 複式簿記の仕組みや、基本用語をわかりやすく習得できます！
▶ 簿記の基礎を身につけられるので、3級以上へのステップアップも
効率よく行えます！

▶ インターネットを介して実施から合否判定までが行われるので、非
常にお手軽！（※会場は吹田商工会議所パソコン教室となります）。

▶ 受験料は2,160円（税込）と割安！
★日商簿記検定初級の最新情報は
　https：//www.kentei.ne.jp/をご覧ください。　https：//www.kentei.ne.jp/をご覧ください。



□遺言の書き方がわからない
□書いた遺言は法的に大丈夫なのか
□子ども達が財産で争わないようにしたい

初回相談無料！
遺言で不安はありませんか？

〒564-0063 吹田市江坂町 1丁目23番101号 大同生命江坂ビル12階
TEL 06-6337-9339　FAX 06-6337-9355

http://www.kansaigodo.co.jp 

行政書士法人 アイリスパートナーズ
一つでも□があればすぐに、ご相談ください✓

〒564-0063
吹田市江坂町 1 丁目23番101号 大同生命江坂ビル12階
TEL 06-6337-9340 FAX 06-6337-9355

社会保険労務士法人 アイリスパートナーズ

□就業規則を整備したい
□賃金規定を整備したい
□マイナンバーが不安だ

初回相談無料！
人事・労務でお悩みの方へ！

一つでも□があるなら、すぐにご相談ください✓「経営革新等支援機関」認定取得　近財金1第403号

経営相談 経営改善計画

関西合同会計事務所 代表税理士 立田博久

経営のお悩み・現状の不安はありませんか？
初回相談無料でお話をおうかがいいたします。

〒564-0063 吹田市江坂町 1丁目23番101号 大同生命江坂ビル12階
TEL 06-6337-9339　FAX 06-6337-9355

http://www.kansaigodo.co.jp 
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①事業承継時の納税負担がゼロに！　―対象株式数等の上限撤廃―

実際の猶予割合は53%（対象株式数上限2/3×猶予
割合80%）残りの4７%は納税が必要

現 

行

対象株式数2/3上限の撤廃、相続時の猶予割合
80%→100%引き上げにより、自社株承継時の納
税負担がゼロに

改 

正

②納税猶予打切りリスクを最小化！　―雇用維持要件の実質撤廃―

⃝都道府県へ、承継後5年間で雇用者数が平均80%を下回った理由報告が必要
⃝経営悪化が理由の場合は、認定支援機関による指導・助言が必要

Point �承継後5年間で雇用者数が
平均80%を下回る場合

5年平均で80%維持
（雇用維持できない場合は、利子税付きで全額納付）

現 

行
雇用維持要件は実質撤廃（雇用5年平均80%を下回
る場合でも猶予税額は納付不要）

改 
正

③将来の納税不安を大幅軽減！　―経営環境変化に応じた減免制度の創設―

⃝株式売却：全ての企業（経営を継続しない理由提示のみ）
⃝廃業：経営環境変化の影響を受けた企業（経営指標による判定あり）

Point �差額免除措置の
適用対象

納税免除は後継者死亡、
破産の場合等限定的

現 

行
株式売却、廃業時点の株価で税額を再計算し、
承継時との差額を免除

改 

正

④多様な事業承継を促進！　―複数承継の対象化―

先代1人から後継者1人への株式承継に限定
現 

行

配偶者や従業員からの贈与・相続や、後継者が複数
（3人まで）での承継も対象化
※後継者要件：代表者、株式10%以上保有等

改 

正

●�今回の改正措置は、世代交代に向けた集中取組み期間として10年間の時限措置【2018年1月～202７年12月まで】となります
●�税制の適用を受けるには、今後5年以内に承継計画（仮称）を都道府県に提出、10年以内に承継を行う必要があります

平成30年度 税制改正のポイント 速報
事業承継税制の抜本拡充が実現しました！ 吹田商工会議所

日本商工会議所

将来の納税不安を大幅に軽減する事業承継税制の抜本拡充が実現！

中小企業向け

事業承継税制を活用した自社株式の承継のモデルケース ※その他の要件等は、現行の事業承継税制と同様

相続時精算課税制度の
併用時における適用対
象者の拡充
後継者が、先代の直系
卑属（子・孫）でない場
合にも適用可能

事業継続期間（5年間）

承継計画（仮称）の確認・提出【2023年3月まで】
⃝認定支援機関の確認、都道府県知事へ提出　⃝後継者名、承継時までの経営見通し等を記載

経営環境変化に応じた減免制度
株式の売却価格等で、税額を再計算し、承継時との差額を免除

雇用維持要件は実質撤廃（都道府県・税務署への届
出（毎年1回）の際、雇用状況の報告・届出は必要）

対象株式数上限
（2/3）の撤廃 贈与税の免除

相続税の猶予に切替
（切替後も猶予割合は100%のまま）

先代

後継者 相続税
免除

後継者死亡

先代死亡
（相続開始）

生前贈与【2027年12月まで】

※�先代から後継者への贈与等から5年
以内の贈与等が対象

事業継続期間における雇用実績報告
⃝雇用5年平均8割を下回った場合のみ提出が必要
⃝認定支援機関の指導・助言が必要

株式売却、廃業の場合

株
式
一
括
贈
与

株式
一括
贈与

先代の配偶者等※
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ここがポイント！

⃝�管理職が継続して成果を出すために必要なマネジメント知識を学べます。
⃝�受験いただく事で社内のマネジメント知識の標準化を図ることができ、業務効率が向上します！
⃝�マネジメントの基礎知識の教育を本検定で済ませることで、より実践的・実務的な研修に注力が可能です！
⃝�必要なコストは受験料とテキスト代のみ。受験日も日曜日ですので、人材育成に必要なコスト（費用・時間・
労力）を軽減！
⃝�合否結果によって知識の習得度を客観的に図ることができ、昇格基準など様々な目安に活用可能です！
⃝�webから受験できる診断ツール「ビジネスマネジャーBasic�Test」も実施中！

一歩先を行くビジネスを実現するために…

等 各種検定試験　4月より受付開始！
　吹田商工会議所では、「ビジネス実務法務検定」「ビジネスマネジャー検定」など、ビジネスに役立つ様々な検定試験を平
成30年度も施行決定。職員のスキルアップは勿論の事、業務上で起こり得るリスクの回避や、業務効率の向上に繋がり、一
歩先を行くビジネスの展開を実現できます。
　受験会場はいずれも吹田商工会議所で、10名以上なら団体受験での申込も可能！皆様からのお申込を、是非ともお待ちし
ております！

お問合せ・お申込みは…東京商工会議所　検定センター　03-3989-0777HP：�http：//www.kentei.org/
（本検定につきまして、吹田商工会議所はお問い合わせ窓口ではございませんのでご了承ください。）

この他にも、「日商簿記検定」「リテールマーケティング検定」などを実施致します。
受付期間や申込方法、詳しい試験概要などは「吹田商工会議所　検定」で[検索]！

「ビジネス実務法務検定」「ビジネスマネジャー検定」

ここがポイント！

⃝�企業取引や財産保護、債権管理、労働関係etc…といった、あらゆる業種・職種で大切なビジネス上の法務知
識を学べます。
⃝�仕事の質を高めてもらうことで、社員のリスク管理に効果的なだけでなく、人事異動や担当業務変更があって
も、スムーズに仕事を処理する能力が身につきます！
⃝�社員が法律知識を習得することにより、事業所の不祥事による刑事責任や損害賠償など、業務上のリスク回
避、コンプライアンスの向上に役立ちます！

ビジネス実務法務検定（2・3級） 第43回試験日：7月1日（日）　申込受付：4月17日（火）～5月18日（金）

受験料　2級…6,480円　3級…4,320円

受験料　6,480円

ビ ジ ネ ス マ ネ ジ ャ ー 検 定 第7回試験日：7月15日（日）　申込受付：5月1日（火）～6月1日（金）
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PRTR法と府条例に基づく化学物質の届出について
<以下の要件を満たす事業所は、環境への排出量や移動量等を把握し、毎年の届出が必要です>

●届出対象事業者（①～③の要件を全て満たす事業所）
　①業種：製造業等24業種
　②従業員数：事業者全体で常時使用する従業員数が21人以上
　③取扱量：対象物質（トルエン、VOC等）の年間取扱量が1トン（一部の物質は0.5トン）以上
●届出の内容
　PRTR法：PRTR法で指定する物質の排出量、移動量
　条　　例：PRTR法で指定する物質の取扱量、条例で指定する物質の排出量、移動量、取扱量
　　　　　　化学物質の管理体制や緊急事態の対処等の規定を定めた計画書（化学物質管理計画書）等※
� ※事業所において常時使用される従業員数が50人以上の事業所に限る

●届出の受付期間　PRTR法：平成30年4月1日～6月30日　　条例：平成30年4月1日～9月30日

▶大規模災害時における化学物質によるリスク低減対策について

▶

　地震等の大規模災害により、化学物質が流出した場合、健康被害や環境汚染の発生が懸念されます。大阪府化学物質適正管
理指針において、大規模災害時の環境リスクの低減対策について定めております。化学物質を扱う事業所の皆様は、大規模災
害に備えた対策の検討・実施をお願いします。詳細についてはホームページをご参照ください。

ホームページアドレス　http：//www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/shidou/index.html

【お問合せ先】　吹田市　環境部　環境保全課　　TEL 06-6384-1850

平成30年3月分（4月納付分）から大阪支部の保険料率が変更されます

お問い合わせ先 　全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部　〒₅₅₀︲₈₅₁₀ 大阪市西区靱本町₁︲₁₁︲₇ 信濃橋三井ビル6階
� 電　　話：06-７７11-4300（自動音声案内）　おかけ間違いにご注意ください
� 受付時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土・日・祝日・年末年始を除く）

加入者・事業主の皆さまへ 全国健康保険協会〈協会けんぽ〉大阪支部

平成30年2月分（3月納付分）まで 平成30年3月分（4月納付分）から

健康保険料率 10.13％ 10.17％
介護保険料率 1.65％ 1.57％

皆さまのご理解を
お願い申し上げます。



飲みやすい白い錠剤

〒 564-0052　大阪府吹田市広芝町 10-3　地下鉄御堂筋線江坂駅（南出口正面）
TEL 06-6386-0001　FAX 06-6386-1631　http://www.sunnystonehotel.co.jp

今日から明日へくつろぎのひとときを
京阪神へのビジネス・観光の拠点としてご利用下さい

土木建築綜合請負

株式会社 堀田工務店
■ 本社　〒 564-0073 吹田市山手町 4丁目 4番 5号　TEL.06-6388-0235　■ 池田支店　■ 滋賀営業所

誠意ある優良な施工

発行所　吹田商工会議所 　吹田市泉町2丁目17番4号　TEL 06（6330）8001　FAX 06（6330）3350　　　編集・発行人　井川 文夫　　　定価250円（本誌購読料は会費に含まれています。）


